
第９４８号　第１４００回ナイト例会　２０１７年５月２４日（水）江南商工会館

第１３９８回ライオンレディ同伴藤見例会　２０１７年４月２２日（土）　曼陀羅寺

名物の田楽で懇親会

曼陀羅寺で力強くローア



　 

　皆さん、今日は。

４月に入りなんとなく春めいてきて、桜も咲き気分がいいですね。

私には孫が６人います。春休みで全員集合しています。

毎日「じいじ」「じいじ」と言われセミが鳴いているようです。

一番上は今度５年生です。一番下は昨年１２月に生まれた内孫です。

小学校へ今年入学するのが次女の長男です。

それぞれが進級して幼稚園や小学校へ行くのを楽しみにしています。

６日は小学校の入学式　７日から新学期です。

我が家も明日からは、やっと静かな日々が送れそうです。

　本年度の江南ライオンズクラブの例会も「江南商工会議所で今日のように行う」のは

最後になります。

あと３ヶ月になりますが、気を引き締めていきたいと思いますので、会員諸兄のご出席と

ご協力をお願いいたしまして挨拶といたします。

Ｌ幅 章郎の入会式　会長よりラペルピン贈呈 声高らかにライオンズの誓いを宣誓

第１３９７回例会　２０１７年４月５日（水）　江南商工会館

４月　お誕生日おめでとうございます ローアはスピーカー全員で

江南ライオンズクラブ会長挨拶

Ｌ小塚 善弘



期待と不安

　１９９９年７月入会して以来１７年の歳月が過ぎようとしております。その間に

様々な楽しいこと、苦労したことが思い出されます。次年度は徳島眉山ライオンズ

クラブ姉妹提携４０周年・当クラブ６０周年の準備をしなければならない重要な

年度に５８期に続き会計を務めさせていただくことになり、身の引き締まる思いです。

次年度会長予定者の伊神ライオンに再三お願いしますとおっしゃっていただき

２回目の会計をお引き受けすることになりましたが、お引き受けした以上は職務を全う

したいと思いますので皆様のご協力をお願いします。

　さて当クラブも年々会員数が減少し会費収入・ドネーションもそれに伴い減少して

おります。すぐに資金不足に陥ることはないにしても、クラブ運営全般を見直す時期に

来ていると思います。その処方箋について会員各位のご意見をいただければ幸いです。

次期 江南ライオンズクラブ第一副会長をさせて頂きます 金田です

私が江南ライオンズクラブに入会したのはちょうど４０周年の時で江南の会員数は

全国でも有数のメンバー数を誇るクラブでした

それが今では約半数近くまで減少し、このままでは毎年の事業を縮小せざるをえない

危機に瀕しています

次期会長のＬ伊神は基本方針に会員数の拡大を掲げています

私も第一副会長として次期会長を支えるのは勿論のこと次期会長の決断力の速さ、

観察力の素晴らしさを身に感じ、背中を見ながらひとつひとつ勉強させて頂きたいと

思います

また次の年は６０周年を迎える年であります このような状況の中でもし私が会長を

務めさせて頂くならば、「コンパクトな組織でも心のこもったおもてなし」ができる

周年を皆様と一緒にお祝いしたいと思います 

どうか一年間一生懸命努めさせて頂きますのでよろしくお願いします

　次年度　江南ライオンズクラブの第２副会長をお受けすることになりました松井義晴

です。

  今年度の指名委員会のメンバーである私が自分自身を副会長に指名するという事には、

当たり前ですが戸惑いがありました。しかし、第２は第１副会長ではないのだから

という事で･･･････お引き受けする事としました。

　会員の皆様方のご協力を頂き、次年度の伊神会長を微力ながら少しでも支えたいと

思っています。

　その次の年度はクラブ創立６０周年を迎えますので、例年より副会長の出番も多く

なってくるのではと思います。少しは健康に注意し、職務を果たしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

次期役員スピーチ

次期会計　L倉知 義治　スピーチ

次期第一副会長　L金田 久光　スピーチ

次期第二副会長　L松井 義晴　スピーチ



2017年度、第三副会長を任命されました高田です。

2006年　スポンサー苅谷Ｌのもと入会させて頂きました。

昨年第１回目のモナーク・シェブロンを頂きました。入会してもう10年経過したのか

と、自分自身驚いております。

入会の２年目は、会報編集委員、次にＰＲ委員長、副テールツイスター、そしてテール

ツイスター、もう一度副テールツイスター、ＬＣＩＦ副委員長、その後に市民委員長。

当時は、東儀 秀樹を招き満員御礼だった事は大変うれしかった思い出です。

そして現在は青少年指導薬物防止委員長を任されております。

今申し上げた通り、第二事業委員会の中でＬＣＩＦ、ＹＣＥ、五献の委員長の経験はあり

ません。不安いっぱいでありますが、先輩の御指導のもとすすめて行きたいと思います。

　近況報告としまして、本年度は地域の親年行司と宮委員がまわってまいりました。

年行司の仕事に加え、神社の用事がかなり多くあり、土日と出席しなければなりません。

何かとご迷惑かけるかと思いますが、何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

　只今ご紹介にあずかりましたように、この度江南ライオンズクラブ結成６０周年記念

大会の大会委員長という、重い重い要職のご指名を受け、その責務の重大さに身の引き

締まる思いをしておるところでございます。

　今思い起こしますと１０年前のこの時、クラブ会長を務めさせていただきました事で、

結成５０周年大会の役員にも参加をさせていただきました。

　その時の大会委員長は、皆様方もご存じのようにＬ伊藤 義弘が約２年間という長期間

にわたりあらゆる苦労をされ大会を成功に導かれた事を今でも鮮明に思い起こされます。

　私が指名されてから今日まで時々考えますが、Ｌ伊藤のライオンズ人生と私のライオンズ

人生を重ねますと、非常に似たところがございます。

　もちろん、年齢は私よりも１０歳ほど大先輩ですが、Ｌ伊藤は三十八代目のクラブ会長を

お勤めになり、私はその１０年後に四十八代目のクラブ会長を勤めさせていただきました。

　また、今は亡き大脇元ガバナーのキャビネット幹事をお勤めになり、私がＬ福田 源公

名誉顧問（元ガバナー）のキャビネット会計を務めました。

　そして、５０周年記念大会は、Ｌ伊藤が大会委員長を務められ今回、私が６０周年記念

大会の大会委員長のご指名を請け務めることとなりました。

　しかしながら、違うところも３点ほどございます。

　まず、１点目はＬ伊藤は私よりも体は一廻りほど小さい方なのですが、私の年齢の時には

とてもお元気でゴルフも連日プレーをされておられました。

　私は先日大きな手術をして以来、日に日に体力が落ちていくのを実感しております。

　２点目は、当時は今と違いクラブメンバーが約１３０名ほど在籍され３３４ーＡ地区に

おいては常にトップを走っておりました。

　また、その勢いは時に日本においても度々トップ１０に入ったこともあるほどでござい

ました。

　しかしながら、現在は会員も７３名でございます。

　本日、今季初の新入会員としてＬ幅がご入会され、やっと７４名になりました。

　そして３点目に、能力の差！これが一番の違いであります。

　それを思うと、不安と怖さで日に日に心身ともにストレスが溜まる日々を過ごしており

　ます。しかし今更引き返すことは出来ず、大会の成功に向かって前に進むしかありません。

　最後に少しオーバーなことと笑われるかもしれませんが、私も死に物狂いで頑張って

まいりますので、再度皆様方の格別なご協力を賜りますことを切にお願い申し上げまして、

就任挨拶とかえさせていただきます。

次期第三副会長　L高田 真宏　スピーチ

６０周年記念大会　大会委員長　L佐藤 全宏　スピーチ



　皆さん、今晩は。

本日は、曼陀羅寺での奥様同伴の藤見例会です。

曼陀羅寺公園では「第５２回江南藤まつり」が４月２０日より５月７日まで開催されています。

藤も牡丹も見ごろで、夜もライトアップされますので楽しんでいただきたいと思います。

　そして今年も、地区ガバナーL垣見正則をはじめLCIF国際理事L柏森新治・元国際理事L竹内淳一・

地区名誉顧問L榎本瞬治・地区名誉顧問L加藤助太郎・地区名誉顧問会議長L加藤史典・

第二副地区ガバナーL浜島清美・地区名誉顧問L奥村博司・地区名誉顧問L奥村仁志・

キャビネット幹事L豊田京太郎・キャビネット会計L町田和雄・6R-1Z-ZC　L濱﨑力・

地区献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚委員長L山田新義にご出席をいただき開催することができ

嬉しく思います。

皆様おおいに語り、懇親を深めていただきたいと思います。

奥様方にもライオンズクラブを理解していただき、今後ともご参加していただきますことをお願い

申し上げます。

次年度も着々と動き出しています。

そして準備理事会が開催されています。

また６０周年の準備委員会も５月１日に開催されます。

　私の任期もあと２か月余りになりました。

役員の皆様・理事の皆様と会員諸兄に感謝申し上げ、ご出席とご協力をお願い申し上げまして

挨拶にいたします。

来賓挨拶　地区ガバナーL垣見 正則 講師育成研究会に参加して　L苅谷 一紀

第１３９８回ライオンズレディ同伴藤見例会　２０１７年４月２２日（土）　曼陀羅寺

江南ライオンズ クラブ

会長挨拶

Ｌ小塚善弘



　ホームラン市役所店 １位 　L山田 武仁 　７位 　L松岡 信孝

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 　L菅原 勝八 　８位 　L佐藤 順一

　  電話0587-53-3518 ３位 　L青山 元造 　９位 　L和田 政明

４位 　L加藤 徳弥 １０位 　L伊神 　護

５位 　L青山 公明 １１位 　L渡辺 俊也

６位 　L佐藤 全宏 １２位 　L松田 哲育

第１３９８回ライオンズレディ同伴藤見例会　２０１７年４月２２日（土）　曼陀羅寺

ダイアモンド婚式　Ｌ伊藤 義弘ご夫妻 金婚式　Ｌ野田 泰義ご夫妻

第９回麻雀大会　４月２０日（木）ホームラン市役所店　ＰＭ17：30～

金婚式　Ｌ武馬 宏祐 ＬＣＩＦ1,000＄献金

ＹＣＥに参加して　長谷川ひな乃様スピーチ 乾杯　LCIF国際理事Ｌ柏森 新治



　　　　　　　内　　　　容 氏　　名 　　金　　額

例会ボーリング大会準優勝の喜び Ｌ 青山 和男 ¥5,000

入会の喜び Ｌ 幅  章郎 ¥10,000

入会スポンサーの喜び Ｌ 青山 元造 ¥5,000

例会スピーカーの喜び Ｌ 伊神  護 ¥10,000

例会スピーカーの喜び Ｌ 細川 幸弥 ¥5,000

江南ＬＣ第4回ゴルフ大会優勝の喜び Ｌ 市川 信行 ¥5,000

江南ＬＣ第4回ゴルフ大会三位の喜び Ｌ 小塚 善弘 ¥2,000

江南ＬＣ第８回麻雀大会優勝の喜び Ｌ 菅原 勝八 ¥3,000

江南ＬＣ第８回麻雀大会準優勝の喜び Ｌ 伊藤 善誓 ¥2,000

江南ＬＣ第８回麻雀大会第三位の喜び Ｌ 加藤 徳弥 ¥1,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 小塚 善弘 ¥10,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 市川 信行 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 渡辺 俊也 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 伊神  護 ¥5,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 細川 幸弥 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 伊藤 義弘 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 金田 久光 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 和田 政明 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 高田 真宏 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 森下 栄二 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 橋本 芳博 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 宮瀬 義則 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 古池 勝英 ¥3,000

　　　　　合　　計 ¥96,000

ダイヤモンド婚式の喜び Ｌ 伊藤 義弘 ¥30,000

金婚式の喜び Ｌ 野田 泰義 ¥20,000

金婚式の喜び Ｌ 武馬 宏祐 ¥20,000

100周年記念会員増強賞受賞の喜び Ｌ 野田 泰義 ¥3,000

100周年記念会員増強賞受賞の喜び Ｌ 永田紘一 ¥3,000

100周年記念会員増強賞受賞の喜び Ｌ 匿　名 ¥3,000

江南ＬＣ第９回麻雀大会優勝の喜び Ｌ 山田 武仁 ¥3,000

江南ＬＣ第９回麻雀大会準優勝の喜び Ｌ 菅原 勝八 ¥2,000

江南ＬＣ第９回麻雀大会第三位の喜び Ｌ 青山 元造 ¥1,000

会報に企業紹介掲載の喜び システム制御 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 野田 泰義 ¥3,000

　　　　　合　　計 ¥91,000

第１３９７回例会　ドネーション　４月５日

第１３９８回例会　ドネーション　４月２２日



２０1６～２０１７年度

場所：江南商工会館

1. 開会のことば　 幹事 Ｌ市川　信行

2. 定足数の確認 定数29名　出席19名　委任状8名　計27名 副幹事 Ｌ青山　元造

3. 配布資料の確認 副幹事 Ｌ青山　元造

4. 会長挨拶 会長 Ｌ小塚　善弘

5. 議長選出 第二副会長 Ｌ渡辺　俊也

6. 前回議事録の承認 承認

7. 議事録作成者の指名 ＰＲ副委員 Ｌ松岡　信孝

8. 報告事項 幹事 Ｌ市川　信行

平成２９年度江南市観光協会理事会 4月7日 江南商工会館

平成２９年度江南市観光協会通常総会 4月7日 江南商工会館

第９回麻雀大会 4月20日 ホームラン市役所店

江南藤まつりオープニングセレモニー 4月22日 曼陀羅寺

６Ｒ第４回ＹＣＥ委員長会議 5月8日 舞鶴館

２０１７年度江南市国際交流協会第１回役員会 5月9日 江南市役所　

9 議題

1 クラブ内表彰の件（運営事業功労賞） 会長 Ｌ小塚　善弘 資料№1 承認

2 クラブ内皆出席者表彰の件 会長 Ｌ小塚　善弘 資料№2 承認

3 ＹＣＥ委員会事業報告の件 委員長 Ｌ山下　裕史 資料№3 承認

4 地区ＧＭＴコーディネーター　Ｌ苅谷一紀　登録料の件 会長 Ｌ小塚　善弘 資料№4 承認

5 その他

10 その他

1 楽物乱用防止該当啓発活動の啓発品の件 委員長 Ｌ高田　真宏 資料№5

11 次回開催日の確認 ２０１７年６月７日（水）　AM１１：００～ 江南商工会館

12 閉会のことば 第一副会長　 Ｌ伊神　　護

第１１回江南ライオンズクラブ理事会議事録

日時：２０１７年５月１０日（水）AM１１：００～



例会プログラム 　　　５月行事予定

1. 開会のゴング ５月１３日（土）

2. 国旗に敬礼 　第１３９９回例会（第６３回地区年次大会）

3. 国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱 　於：ウェスティンナゴヤキャッスル

4. ライオンズの誓いと地区スローガン 
並びにクラブスローガンの唱和 ５月１８日（木）１３：３０～

5. 物故ライオンに黙祷 　薬物乱用防止教室

6. 会長挨拶 　於：江南市立西部中学校

7. 会員慶祝 
8. 報告事項 ５月２４日（水）１７：００～　　　　  　

9. テールツイスターの発表 　第１４００回ナイト例会

10 出席状況報告 　於：江南商工会館および小牧コロナ

11 また会う日まで 　　　　映画鑑賞、懇親会　

12 ライオンズローア

13 閉会のゴング

例会終了後、送迎バスにて小牧コロナへ

Ｌ丸尾　猛 　１日 Ｌ加藤 徳弥 １２日

Ｌ青山 和男 　２日 Ｌ牛垣 和博 １４日

Ｌ齋藤二三夫 　１日 Ｌ菅原 勝八 　９日

Ｌ伊藤 善誓 　２日 Ｌ奥村 悠二 １５日

Ｌ金田 久光 　４日 Ｌ市川 信行 ２０日

Ｌ大島 孝充 　５日 Ｌ松井 義晴 ２５日

Ｌ天野皓次郎 　６日 Ｌ細川 幸弥 ３１日

第1397回 第1398回

 現在の正会員数 ７２名

 終身会員 １名

 本日の出席数 ４５名

 公務による欠席 0名

 海外出張 ０名

 病欠 ２名

　発　行　江南ライオンズクラブ　ＰＲ委員会

　事務局　愛知県江南市古知野町小金１１２（江南商工会館内）

　目の見えない人たちに愛の光を 　　　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５５－０９１７

　病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 　　　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１ 

　　会　長　小塚　善弘　江南市赤童子町良原31番地

　＜連絡先＞ 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５５－４６６３  携帯 ０８０－１６２０－９９７３

　・愛知県救急医療情報ｾﾝﾀｰ内・ｱｲﾊﾞﾝｸ窓口(献眼受付) 　　　　ＦＡＸ（０５８７）５４－１７６６ 

　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 　　幹　事　市川　信行　江南市天王町五反林３７

　TEL(052)262－1100 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５６－４６８８  携帯 ０９０－３５６８－８１８４

　　　　ＦＡＸ（０５８７）５６－４３１４

　・社会保険　中京病院(献腎受付) 　　ＰＲ・IT委員長 大澤潤一 江南市赤童子町藤宮103-1

　　TEL(052)961－7151 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５５－５２３４　携帯　０９０－７３１７－２０７３

　　　　ＦＡＸ（０５８７）５５－５２３４

　・江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚 　　同 副委員長　松岡　信孝　江南市東野町神上１２９

　推進委員長　松井　義晴　TEL(０９０）３４６７－８１３９ 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５６－２６８４　携帯　０９０－７６９２－１７９６ 

　　　　ＦＡＸ（０５８７）５１－１７５５ 

　・上記連絡がつかない場合 　　　ｗｅｂ　：　http://konan-ｌｉｏｎｓ.jp/
　幹　事　市川　信行　TEL(0９0)３５６８－８１８４ 　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp

お誕生日おめでとうございます　

例会出席状況報告

　ご結婚記念日おめでとうございます　

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚のお願い

江南ライオンズクラブ会報
２名

７２名

１名

４６名

0名

0名




